


アルザス ドメーヌ・マルク・テンペ A

VIN NV VIN 2018

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

アルザス クリスチャン・ビネール

VIN 2018 VIN 2018

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

ブルゴーニュ オレリアン・ヴェルデ A

VIN 2020 VIN 2020

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

コート・デュ・ローヌ ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ A

VIN 2020 VIN 2016

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。　全商品、限定商品です。黄色のマークは新商品です。

赤粘土 丸石（ガレ） 

赤

グルナッシュ50％　ムールヴェドル20％
サンソー20％　シラー10％

グルナッシュ70％　ムールヴェドル16％
シラー8％　サンソー4％　クレレット2％

スタニスラス・ワリュット

グリフとはメゾンで仕立てられた洋服のラベルでオートクチュールを
指す言葉として用います。赤粘土のガレで育つブドウを50％は除梗
し醸し後プレス、セメントタンクで発酵時に1日1回ピジャージュし、
熟成後下弦の月で果実の日に瓶詰めしました。ピンクを帯びた
パープルレッド色、黒豆の煮物や黒果実の香り、ほんのりプルーン
の甘味にたっぷりのタンニンと穏やかな酸、均整の取れた味わいで
す。

16年は素晴らしいミレジムでとてもバランスよくフレッシュさと酸に優
れています。赤粘土や丸石（ガレ）の土壌で育つグルナッシュを主
体とした5品種を除梗し内側にタイルを貼ったセメントタンクで醸し
後プレス、セメントタンクで発酵・熟成しました。黒い色調のブラック
ガーネット色、プルーンやカシス、山ぶどうの香り、ベリージャムの
甘い果実味にタンニンが溶け込んでいます。

認証/ エコセール ビオディヴァン

赤粘土 ガレ（丸石）

4573461659422

ビオロジック
ビオディナミ

認証/ エコセール ビオディヴァン

赤 ミディアム

ビオディナミ

750ml タイプ/

参考小売/ 4500

フルボディ750ml タイプ/

JAN/ 4573461669322 参考小売/ 7000 JAN/

35214 34638

Dom de Villeneuve La Griffe Dom de Villeneuve Ch teauneuf du Pape

ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ
ラ グリフ

ドメーヌ・ド・ヴィルヌーヴ
シャトーヌフ・デュ・パプ

C tes du Rh ne コート・デュ・ローヌ Ch teauneuf du Pape シャトーヌフ・デュ・パプ

エコセール AB

アリゴテ100％

オレリアン・ヴェルデ

ブルゴーニュ、標高400mの高地オート・コート・ド・ニュイの南向きの
畑のアリゴテをステンレスタンクで発酵した後マロラクティック発酵、
そのまま4ヶ月熟成しました。透明感のあるライトなグリーンイエ
ロー色、ミントや爽やかな青りんご、ハチミツの甘い香りを感じま
す。シャープなアタックにじわりと染み入る美しい酸味、アフターで
は味わいの層が拡がりを見せてくれます。

アルスナン村に1971年から所有する区画ル プリュレの粘土石灰土
壌で育つ樹齢40年のピノノワールを除梗し、スミマセラシオンカル
ボニック後プレスし発酵、古樽で15ヶ月熟成しました。色調濃く綺麗
な紫ガーネット色、フランボワーズやイチゴ、森の中の香り、果実味
豊かで透明感のある味わいに、果実由来の上品な甘味と良質なブ
ドウの旨味がしっかりと表現されています。

35217 ブルゴーニュ

Aurelien Verdet Bourgogne Aligote

オレリアン・ヴェルデ
ブルゴーニュ　アリゴテ

Bourgogne Aligot  ブルゴーニュ　アリゴテ

参考小売/ 2900 JAN/ 4573461669292

リースリング50％　ピノグリ30％
ゲヴュルツトラミネール ミュスカ ピノオーセロワ20％

ピノノワール100%

クリスチャン・ビネール

アムルシュヴィール村の最も美しい丘に位置しグランクリュケフェル
コフと境界線を共にする混植畑で育つ5種のブドウを地元の石や木
材などの自然素材のみを用いて建設したユニークなカーヴで直接
圧搾しフードルで24ヶ月発酵・熟成しました。やや濃いイエローの外
観、蜜やオレンジの香り、クリスピーなタッチに柑橘のピールのニュ
アンス、しっかりとしたエキス感に余韻長く蜜香が拡がります。

表層は花崗岩、深層は粘土石灰土壌のピノノワールをピジャージュ
を施しながら醸し、フードルで6ヶ月シュールリー熟成しSO2無添加
で瓶詰めしました。憂いを含んだ明るいルビーの外観から、ハーブ
やミントのアロマ、プラムやフランボワーズのブーケを感じます。
瑞々しいアタックにジューシーで流動的な酸、アフターの深みと高
めの酸からポテンシャルの高さが感じられます。

花崗岩 砂岩 石灰  花崗岩 粘土石灰

ビオディナミ 認証/ エコセール ビオディナミ

赤 ミディアム

参考小売/ 3700 JAN/ 4573461656834

認証/ エコセール

JAN/ 4573461669346

750ml タイプ/ 750ml タイプ/白 辛口

Christian Binner C tes ｄ’Amourschwhir Christian Binner Pinot Noir

クリスチャン・ビネール
コート ダムルシュヴィール

クリスチャン・ビネール
ピノノワール

Alsace アルザス Alsace アルザス

参考小売/ 4500

マルク・テンペ

テンペが日本の皆様にセレクトしたとっておきのクレマン・ダルザス
です。ブドウ3種を直接圧搾後、ステンレスタンクで発酵、5ヶ月熟
成、ティラージュ、デゴルジュマンを経て2年瓶内熟成を行いまし
た。ほんのりグリーンを帯びたイエローの外観に細かな泡が輝き、
丸みのあるふくよかな果実に柑橘の酸、長熟由来の奥深さはシャ
ンパーニュに匹敵する味わいです。

2018年は穏やかな冬と春に続き7月は熱波でしたが8月の雨で健
全なブドウが育った年でした。ツェレンベルグ村内の東側で日射量
が多く早熟なブドウが育つリューディ・ビュルグレーベンのリースリ
ングをプレス、古樽で発酵・熟成しました。ゴールドイエロー色、完
熟リンゴやアプリコットジャムの香り、まろやかなアタックに果実の
甘さが丸く、上質で味わい深く長いアフターが印象的です。

43684 43046

クレマン・ダルザス ブリュット ナチュール
セレクショネ パー マルク・テンペ

Cr mant d'Alsace クレマン・ダルザス Alsace Lieux-dits アルザス・リューディ

沖積土 花崗岩 粘土石灰 泥灰土 石灰 シリス

ピノノワール　ピノオーセロワ　ピノブラン
１/3ずつ

リースリング100％

白 やや辛口

ビオロジック 認証/ AB
ビオロジック
ビオディナミ

認証/ エコセール

ドメーヌ・マルク・テンペ
リースリング ビュルグレーベン

参考小売/ 5300 JAN/ 4573461668523

750ml タイプ/ 白泡 辛口 750ml タイプ/

参考小売/ 2700 JAN/ 4571455206256

33874 アルザス 35219

Cremant D'Alsace Brut Nature  Selectionne Par Marc Temp Dom Marc Temp  Riesling Burgreben

アルザス

アルザス　酸化防止剤無添加 Nature アルザス　酸化防止剤無添加 Nature

35315 ブルゴーニュ

Aurelien Verdet Hautes-Cotes-De-Nuit Le Prieure

オレリアン・ヴェルデ
オート･コート･ド･ニュイ　ル プリュレ

Hautes-Cotes-De-Nuitオート・コート・ド・ニュイ

参考小売/ 4600 JAN/ 4573461670762

750ml タイプ/ 赤 ミディアム

コート・デュ・ローヌ コート・デュ・ローヌ

750ml タイプ/ 白 辛口

ビオロジック 認証/ エコセール

粘土石灰

ピノノワール100％

粘土石灰

ビオロジック 認証/

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき

15℃以下の保存管理をお願いします。

SOLD OUTSOLD OUT

SOLD OUT SOLD OUT

SOLD OUT

 1



コート・デュ・ローヌ ヘリオセントリック A A

VIN 2020 VIN 2020

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

コート・デュ・ローヌ ドメーヌ・ベネデッティ ラングドック ドメーヌ・ド・ラ・ガランス

VIN 2021

呼称/

規格/ × 6×2 ・

栽培/

土壌/

A A A

VIN 2021 VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

ラングドック ジャック･フレラン A A

VIN 2019 VIN 2019

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。　全商品、限定商品です。黄色のマークは新商品です。

2500 JAN/ 4573461666420

35095 コート・デュ・ローヌ 35420

Heliocentric Same River Twice Ros Heliocentric Same River Twice Rouge

750ml タイプ/ ロゼ 辛口 750ml タイプ/

ヘリオセントリック
セイム リヴァー トワイス ルージュ

VdF ヴァン・ド・フランス VdF ヴァン・ド・フランス

ビオロジック 認証/ -

参考小売/ 2500 JAN/ 4573461672087

粘土石灰岩 小石 粘土石灰

クレレット88％ グルナッシュ12％
グルナッシュ75％ シラー15％
ムールヴェードルとカリニャン10％

赤 ミディアム

ビオロジック 認証/ AB

ジェームス・ダンスタン＆中川彰子

クレレットは白ワイン同様ゆっくりプレスしステンレスタンクへ入れ、
ここへ全房のままのグルナッシュを入れ2週間醸し・発酵し、セメント
タンクで4ヶ月熟成しました。淡いサーモンピンク色の外観、リンゴ
やさくらんぼ、摘みたてアプリコットの香り、スッキリとしたアタックに
ドライでほのかな赤いフルーツの果実味が拡がり、タンニンと清涼
感が心地よくアフターに残ります。

地動説に基づく「宇宙の中心は太陽だ」という意を持つネゴシアン
でジェームス氏と中川さんが設立しました。ヴァントゥーの地元生産
者の収穫・醸造に立ち合いブレンドなどは共に行っています。4品種
を醸しプレス、ステンレスタンクで発酵、セメントタンクで熟成しまし
た。淡いガーネット色、摘みたてフランボワーズやプルーンの香り、
前ミレジムより果実味がアップした上質な仕上がりです。

43820 コート・デュ・ローヌ　酸化防止剤無添加 Nature

ヘリオセントリック
セイム リヴァー トワイス ロゼ

参考小売/

Dom Benedetti Syrah M re Nature

ドメーヌ・ベネデッティ
シラー メール ナチュール

IGP Vaucluse ヴォクリューズ

参考小売/ 2400

750ml タイプ/ 赤 ミディアム

JAN/ 4573461673527

粘土石灰

シラー100%

ビオロジック 認証/ ビューロヴェリタス

クリスチャン・ベネデッティ

3代目のクリスチャンが息子と共に無農薬栽培で育てたシラーで醸
し時のフリーランジュースのみを1日2度のルモンタージュを施しセメ
ントタンクで発酵、ステンレスタンクでマロラクティック発酵・熟成し
SO2無添加で仕上げました。黒色ガーネット色、ブルーベリーやブ
ラックチェリー、山ブドウの香り、アタックに摘みたてベリーの酸味、
中程度のタンニンとじわじわと拡がる果実感、長めのアフターが続
きます。 ピエール・キノネロ

35462 35463 ラングドックラングドック

Dom de La Garance Kaze Rose Dom de La Garance Kaze Rouge

ドメーヌ・ド・ラ・ガランス
風 ロゼ

ドメーヌ・ド・ラ・ガランス
風 ルージュ

VdF ヴァン・ド・フランス VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売/ 2500 JAN/ 4573461672742 参考小売/ 2500 JAN/ 4573461672759

エコセール

750ml タイプ/ ロゼ 辛口 750ml タイプ/

ピノノワール50％　グルナッシュ50％

片麻岩 花崗岩

赤 ミディアム

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/

自然栽培にはなくてはならない気候因子「風」に敬意を表し、標高
500m・南向きの花崗岩・石灰土壌で育ったシャルドネで仕込んだ日
本限定キュヴェです。とろっと粘性ある青みを帯びたイエローゴー
ルドの外観、アプリコットやレモン、マンゴー、青りんごのアロマを感
じます。しっかりとしたアタック、瑞々しいトロピカルな果実味としっ
かりとした酸が美しく、良質感がアフターまで続きます。

ピエールが自然栽培にはなくてはならない「風」に敬意を表し、特別
に仕込んだ日本限定ロゼです。標高500m南向きの粘土石灰土壌
で育ったグルナッシュグリを除梗せず直接プレス、グラスファイバー
タンクで6ヶ月発酵・熟成しました。ピンクオレンジの外観から野苺
の柔らかいアロマ、スッキリと爽快なアタックにスモモのような口角
の上がる控えめな酸と果実のニュアンスを楽しめます。

ピエールが自然栽培にはなくてはならない「風」に敬意を表した日
本限定キュヴェです。標高500m南向きの片麻岩花崗岩土壌のピノ
ノワールとグルナッシュを除梗せず醸した後、ステンレスタンクで6ヶ
月発酵・熟成しました。ガーネット色、赤果実のアロマ、口に含んだ
瞬間より果実のエッセンスが拡がり、しっかりした甘味がスムース
に流れる良好なまろやかさです。

43167 43393

ドメーヌ・ド・ラ・ガランス
風 シャルドネ

粘土石灰

グルナッシュグリ100％

Jacques Frelin Herisson Malin Chardonnay Blanc Jacques Frelin Herisson Malin Merlot Rouge

ジャック･フレラン
エリソン マラン シャルドネ ブラン

ジャック･フレラン
エリソン マラン メルロー ルージュ

VdF ヴァン・ド・フランス VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売/ 1900 JAN/ 4573461654458 参考小売/ 1900 JAN/ 4573461663818

ビオロジック 認証/ エコセール

750ml タイプ/ 白 辛口 750ml タイプ/

粘土石灰 粘土石灰

シャルドネ100％ メルロー100％

赤 ミディアム

ビオロジック 認証/ エコセール

ジャック･フレラン

モンペリエのネゴシアンが供給する無農薬ブドウ且つSO2無添加で
この価格、環境保全と生物多様性の象徴ハリネズミをラベルに冠し
ました。19年は天候が良く理想的な収穫ができたシャルドネを直接
圧搾しステンレスタンクで発酵後、シュールリー熟成しました。淡い
麦わら色から穀物やバナナの香り、果実の甘味に続き心地の良い
苦味、フルーティーな味わいがアフターを彩ります。

渡り鳥「マルエット」を冠しリリースしていましたが19年ミレジムは
キュヴェ名とラベルを刷新しました。メルローを除梗し、ステンレスタ
ンクで発酵・熟成、SO2無添加で瓶詰めしました。しっかりとした
ガーネット色、プルーンなどの赤や黒果実にミネラリーな香り、ワイ
ルドベリーや山ぶどうの果実味に中盤からのミネラル感と冷涼感、
アフターの細やかなタンニンがアクセントとなっています。

コート・デュ・ローヌ

35568 ラングドック

Dom de La Garance Kaze Chardonnay

シャルドネ100％

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売/ 2500 JAN/ 4573461675026

750ml タイプ/ 白 辛口

ラングドック　酸化防止剤無添加 Nature ラングドック　酸化防止剤無添加 Nature

ビオロジック 認証/ エコセール

花崗岩 石灰

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき

15℃以下の保存管理をお願いします。

SOLD OUT

SOLD OUT SOLD OUT

SOLD OUT
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ラングドック シャトー・ド・ゴール A

VIN 2020 VIN 2020

呼称/ 呼称/

規格/ × 6×2 ・ 規格/ × 6×2 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

ラングドック ドメーヌ・アザン

VIN 2020 VIN 2020

呼称/ 呼称/

規格/ × 6×2 ・ 規格/ × 6×2 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

A ボルドー ルシアン・リュルトン A

VIN 2021 VIN 2020

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

ボルドー シャトー・オーマレ A A

VIN 2019 VIN 2019

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。　全商品、限定商品です。黄色のマークは新商品です。

粘土石灰

ピクプール100％

粘土石灰

ボルドー

粘土石灰

750ml タイプ/ 白 辛口

ビオロジック 認証/ エコセール

35576 ラングドック

Dom Azan Picpoul de Pinet

ドメーヌ・アザン
ピクプール・ド・ピネ

Picpoul de Pinet ピクプール・ド・ピネ

参考小売/ 2300 JAN/ 4582138364224

ビオロジック 認証/ エコセール

シスト

メルロー100％

Languedoc ラングドック

参考小売/ 3000 JAN/ 4573461666994

750ml タイプ/ 赤 ミディアム

パトリック・ブドン

歴史あるオーガニックボルドー、ガロンヌ川とドルドーニュ川に囲ま
れたアントルドゥメール南部の粘土石灰土壌で育てたセミヨンとソー
ヴィニヨンブランをステンレスタンクで発酵、木樽で7ヶ月熟成しまし
た。イエローの外観にレモンや熟れた果実のアロマを感じます。柔
らかく滑らかなテキスチャーに果実と酸のバランスが良く、塩味や
少々スモーキーなタッチが大人な印象を与えてくれます。

歴史あるオーガニックボルドー、ガロンヌ川とドルドーニュ川に囲ま
れたアントルドゥメール南部の粘土石灰土壌で育てた黒ブドウをス
テンレスタンクで発酵後、木樽で12ヶ月熟成しました。クリアな赤紫
色からカカオやカシス、杏のコンポートの豊かな香りが広がり、酸
味と甘味が綺麗に溶け合い滑らかなタンニンを楽しめます。果実の
ボリュームをたっぷり感じつつ上品で心地良い味わいです。

シスト 粘土石灰

43586 ラングドック ラングドック

Ch de Gaure Mathis

粘土石灰

セミヨン70％　ソーヴィニヨンブラン30％
メルロー80％　カベルネフラン15％
カベルネソーヴィニヨン5％

赤 フルボディ

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/ エコセール

750ml タイプ/ 白 辛口 750ml タイプ/

JAN/ 4573461670816 参考小売/ 2800 JAN/ 4573461672902

Ch Haut Mallet Blanc Ch Haut Mallet Rouge

シャトー・オー・マレ
ブラン

シャトー・オー・マレ
ルージュ

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge
アントル･ドゥ・メール･オー･ブノージュ

Bordeaux Sup rieurボルドー・シュペリュール

参考小売/ 2500

無農薬栽培で丁寧に育てたピクプール100％のワインです。ピク
プール･ド･ピネというエリアは地中海からわずか6kmで潮の香りを
たっぷり含んだ海風が心地良く吹きつけます。クリアな麦藁色でレ
モンやグレープフルーツの爽やかな香りが広がり、塩味を感じる豊
かなミネラルと芳醇な果実味がボリューム感をもたらし、キレの良
い酸が全体をまとめ、旬の魚介類にもぴったりな味わいです。

ルシアン・リュルトン

1650年にボルドーの地でブドウ樹の植樹を始めた代々続く大規模
経営のリュルトンファミリーが手がけるビオシリーズで、メルローとカ
ベルネソーヴィニョンをステンレスタンクで発酵後、12ヶ月熟成しま
した。褐色を帯びたレンガ色、カシスやダークチェリー、オークの香
り、やや直線的な印象ですが滑らかなタンニンが柔らかく、果実味
と熟成感が調和するシルキーなアフターが特徴です。

35356 35563 ボルドー

ミディアム

ビオロジック 認証/ エコセール

750ml タイプ/

参考小売/ 2200 JAN/ 4573461652461

Ch teau Haut Moulin Louise

シャトー・オー・ムーラン
ルイーズ

Bordeaux ボルドー

メルロー90％
カベルネソーヴィニヨン10％

赤

リムーの南向き粘土石灰土壌に育つメルローを除梗し、セメントタ
ンクで醸しと発酵、5年以上使用する木樽で8ヶ月熟成し仕上げた
キュヴェで2016年に生まれた初孫の名前を冠しました。濃いガー
ネット色、カシスジャムやブルーベリーの香り、スモーキーで焦ばし
さもあり、ボリュームのあるアタックにスパイシーなタンニンの厚み
がアフターにも感じられます。

2009年に他界したお父様を偲んで名付けたキュヴェです。シスト土
壌に植わる黒ブドウ4品種をプレス、セメントタンクで発酵後、木樽と
セメントタンクで熟成しました。濃いガーネット色、アルコール由来の
粘性、カシスジャムやいちごジャムの香り、しっかりと拡がる旨味の
アタックに完熟ベリーの香りが加わり、タンニンと果実味が溶け込
んだ心地の良い仕上がりです。

オリヴィエ・アザン

35412 ボルドー

シャトー・ド・ゴール
マティス

シスト

シラー40％ カリニャン30％
グルナッシュ20％ ムールヴェードル10％

ビオロジック
ビオディナミ

認証/ ビューロヴェリタス

750ml タイプ/ 赤 ミディアム

JAN/ 4573461671998

Ch de Gaure Pour Mon Pere

シャトー・ド・ゴール
プール モン ペール

Languedoc ラングドック

参考小売/ 4200

ピエール・ファーブル

カンパーニュシリーズ、シャルドネを除梗しプレス後、5hlの木樽と
30hlのフードルで発酵し、4hlと5hlの木樽で熟成しました。緑色の強
い淡い黄金色、とろりとした粘性、完熟みかんや金柑、マーマレード
の香りやシェリーのアロマ、完熟した旨味で酸味が感じられない程
のボリューム感と前ミレジムと比較するとしっかりとした味わいと香
りの存在感が顕著です。

複数区画に植わるヴィエイユヴィーニュのシャルドネ、シュナンブラ
ン、モーザックをアッサンブラージュして木樽で発酵、そのまま7ヶ月
熟成しました。とろりとした粘性の黄金色、金木犀や金柑コンポー
ト、フローラルの香り、完熟果実の甘さが口中に拡がり、酸味がア
クセントとなった味わいは厚みとしっかりとした旨味があり、長めの
余韻にはトロピカルな香りが残ります。

43766

粘土石灰

シャルドネ100％
シャルドネ80%　シュナンブラン15%
モーザック5%

辛口

ビオロジック
ビオディナミ

認証/ ビューロヴェリタス ビオロジック 認証/ エコセール

2900 JAN/ 4573461675101

750ml タイプ/ 白 辛口 750ml タイプ/ 白

シャトー・ド・ゴール
カンパーニュ ド ゴール シャルドネ

シャトー・ド・ゴール
リムー ブラン

Limoux リムー Limoux リムー

参考小売/ 2700 JAN/ 4573461671974 参考小売/

43764 ラングドック 43936 ラングドック

Ch de Gaure Campagne De Gaure Chardonnay Ch de Gaure Limoux Blanc

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき

15℃以下の保存管理をお願いします。

SOLD OUT SOLD OUT

SOLD OUT
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ロワール レ・テール・ブランシュ A

VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

ロワール ドメーヌ・フランツ・ソーモン

VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

ロワール クレモン・バロー ロワール シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール

VIN 2020

呼称/

規格/ × 12 ・

栽培/

土壌/

A ロワール ボネ・ユトー A

VIN 2021 VIN 2021

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。　全商品、限定商品です。黄色のマークは新商品です。

3400 JAN/ 4573461674760

35534 ロワール 35535 ロワール

Les Terres Blanches Brut Ancestral Blanc Les Terres Blanches Les 3 Poiriers

750ml タイプ/ 白泡 辛口 750ml タイプ/

レ・テール・ブランシュ
レ トロワ ポワリエ

VdF ヴァン・ド・フランス VdF ヴァン・ド・フランス

ビオディナミ 認証/ エコセール ビオディヴァン

参考小売/ 3300 JAN/ 4573461674203

白泥灰土 白泥灰土

シュナンブラン100％ シュナンブラン100％

白 やや辛口

ビオディナミ 認証/ エコセール ビオディヴァン

2900

ブノワ・ブレ

メソードアンセストラルのスパークリングワインです。50hlのセメント
タンクで発酵後、残糖21gで瓶詰めしルミアージュしながら7ヶ月間
瓶内発酵・熟成してデゴルジュマンしました。大粒の活力ある泡立
ちに輝きのある黄金色、グレープフルーツや夏みかん、アップルミ
ント香、豊かなミネラルが溢れるシャープなイメージで、夏みかんの
フレッシュな酸味と金柑のほろ苦さがアフターへと続きます。

ロワール南部オワロン村の愛情溢れる家族経営のドメーヌが、白
泥灰土壌でビオディナミ栽培したシュナンブランを木樽で9ヶ月発
酵、10ヶ月熟成しました。緑色の残るゴールドイエロー、瀬戸内レモ
ンや伊予柑、スワリング後に蜜の甘い香りがプラスされます。果実
味が拡がるアタックに完熟した柑橘の甘味とグレープフルーツの
ピールの苦み、シャープな後口です。

43909 43804

レ・テール・ブランシュ
ブリュット アンセストラル ブラン

参考小売/

4573461672728

Frantz Saumon Vin De Frantz Chardonnay Frantz Saumon Vin De Frantz Rose

フランツ・ソーモン
ヴァン ド フランツ シャルドネ

フランツ・ソーモン
ヴァン ド フランツ ロゼ

VdF ヴァン・ド・フランス VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売/

白 辛口 750ml タイプ/

JAN/ 4573461674661 参考小売/ 2900 JAN/

ロゼ 辛口

ビオロジック 認証/ エコセール ビオロジック 認証/ エコセール

750ml タイプ/

粘土石灰 粘土石灰

シャルドネ100％ タナ100%

フランツ・ソーモン

2021年は8月まで雨が多く降ったミレジムでした。Le Gersで育った
買いブドウで、粘土石灰土壌のシャルドネをプレスし古樽で9ヶ月発
酵・熟成しました。ややグリーンを帯びたイエロー、白い花やハー
ブ、ネロリの香り、グレープフルーツのような旨みのある酸と程よい
塩味が溶け込んだ爽快感のある心地の良いボリュームに仕上がっ
ています。

8月まで雨の多かった21年、Le Gersで育ったタナを友人より購入し
ました。9月に収穫後プレスし数種類のセメントタンクで7ヶ月発酵・
熟成し瓶詰めしました。綺麗なルビーピンク、佐藤錦やプラム、スト
ロベリーの香り、甘いベリーやフローラルなアロマ、バランスの良い
味わいに果実味の甘さが拡がっていき、アフターにもそのまま豊か
な果実感が続きます。

43813 ロワール

クレモン・バロー
エルブ フォル ブラン

VdF ヴァン・ド・フランス

参考小売/ 3000

750ml タイプ/ 白 辛口

シュナンブラン40％ ソーヴィニヨンブラン30％
グロローグリ30％

ビオロジック
ビオディナミ

認証/ デメテール エコセール

Clement Baraut Herbes Folles Blanc

クレモン・バロー

20年は良好な年で収穫時期もお天気に恵まれました。シスト土壌
で 育つシュナンブラン、ソーヴィニョンブラン、グロローグリの3種を
プ レスしグラスファイバータンクで発酵・熟成、ビオカレ ンダーの
根っこや果実の日にセラー仕事をしています。グリーンイエロー色、
ライムや青りんご、ディルの香り、ドライでスッキリした酸味に拡がり
のある丸い味わいはトロっとしたニュアンスもあります。

マルク･プルゾー

35365 ロワール35352 ロワール

参考小売/ 2300 JAN/ 4573461655493

Bonnet-Huteau Muscadet Les Bonnets Blancs

ボネ・ユトー
ミュスカデ　レ ボネブラン

Muscadet S vre et Maine
ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ

白 辛口

認証/ エコセール

750ml タイプ/

1989年設立の歴史あるドメーヌが造るロワールのオーガニックワイ
ンのロングセラーです。果皮を少し破いて醸すマセラシオン・ペニ
キュレールを6時間行った後、デキュヴァージュし空気圧搾した果汁
を温度管理しながらステンレスタンクで発酵、シュールリーで熟成し
ました。淡いイエローの外観からフレッシュバジルやレモンの香りを
感じます。爽やかかつ美しい酸、安定感はさすがです。

ジャンジャック・ボネ

ミュスカデで絶え間ない進化を続ける家族経営のドメーヌであるボ
ネ・ユトー、エコセール認証を取得した区画タルシエールのキュヴェ
名を変更し新たな装いでお目見えです。地下のセメントタンクで発
酵後そのまま6～10ヶ月熟成しました。 淡いクリーム色、レモンライ
ムなどの柑橘の香り、キレのある酸とふっくらとした果実感がボディ
を構成し塩気がアフターのアクセントとして彩ります。

緑岩 片麻岩

ソーヴィニヨンブラン100％

ロワール ロワール

JAN/ 4573461673237

シスト

Ch de La Bonneliere Touraine Sauvignon

シャトー・ド・ラ・ボンヌリエール
トゥーレーヌ ソーヴィニヨン

Touraine トゥーレーヌ

参考小売/ 2300 JAN/ 4582138361025

750ml タイプ/ 白 辛口

ビオロジック 認証/ エコセール

粘土

ミュスカデ100％

ビオロジック

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき

15℃以下の保存管理をお願いします。
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シャンパーニュ ムーゾン・ルルー・エ・フィス A カタルーニャ カステル・ダージュ

VIN NV

呼称/

規格/ × 6×2 ・

栽培/

土壌/

A A A

VIN NV VIN NV VIN NV

呼称/ 呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/ 土壌/

カタルーニャ フリサック A ガリシア ファゼンダ・プラディオ

VIN 2019

呼称/

規格/ × 12 ・

栽培/

土壌/

A リベラ・デル・ドゥエロ ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ

VIN 2019 VIN 2019

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 6×2 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。　全商品、限定商品です。黄色のマークは新商品です。

花崗岩 シスト

メンシア100％

スペイン／リベラ・デル・ドゥエロ Nature

タイプ/ 赤 ミディアム

ビオロジック 認証/ -

スペイン／ガリシア

Fazenda Pr dio Mencia Tinto

ファゼンダ・プラディオ
メンシア ティント

DO Ribeira sacra リベイラ・サクラ

参考小売/ 3300 JAN/ 4573461670045

750ml

粘土石灰

チャレッロ40％　マカベオ40％
パレリャーダ20％

スペイン／カタルーニャ

スペイン／カタルーニャ

タイプ/ 白泡 辛口

ビオディナミ 認証/ デメテール

スペイン／カタルーニャ

Castell d'Age Cava Anne Marie Brut Nature Reserva

カステル・ダージュ
カヴァ アンヌマリー ブリュット ナチュレ レセルヴァ

D.O.Cava カヴァ

参考小売/ 2400 JAN/ 4582138365825

750ml

花崗岩・シスト土壌に植わるメンシアを醸しプレス後、15hlの花崗岩
製タンクで1日2回のピジャージュを施しながら発酵し、古樽で熟成
しました。黒色のしっかりとしたガーネット色の外観、黒胡椒やパプ
リカ、ブラックチェリー、ザクロ、湿った土の香りを感じます。しっかり
としたタンニンがアタックにあり、ボリューム感も増しほろ苦さもプラ
スされた心地のよい味わいです。

ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ

区画ケマドは赤砂と小石の土壌でテンプラニーリョを除梗しスミマセ
ラシオンカルボニック後、ステンレスタンクで発酵し225Lの古樽で熟
成しました。しっかり濃い黒色ガーネット色、黒コショウやカシスジャ
ム、ブラックチェリーの香り、骨太のタンニンで凝縮した味わいのア
タック、赤果実の力強い味と収斂性がしっかり感じられ濃い果実味
がアフターまで続きます。

53535 スペイン／カタルーニャ

赤砂 小石

テンプラニーリョ100％

赤 フルボディ

ビオロジック 認証/ -

750ml タイプ/

参考小売/ 4400 JAN/ 4573461671165

Goyo Garcia Viadero Finca Los Quemados

ゴヨ・ガルシア・ヴィアデロ
フィンカ ロス ケマド

D.O. Ribera del Dueroリベラ・デル・ドゥエロ

フランセスク・フリサック

小さな村Corbera d’Ebre、タラゴナの農学部を卒業し家業のブドウ
栽培を手伝いつつメンダールのラウレアーノなどに師事し醸造スキ
ルを身につけたフランセスクが、粘土石灰で育つ2品種をプレスしセ
メントタンクで発酵・熟成しました。クリアなルージュに熟したリンゴ
やプルーンのアロマ、滑らかな口あたりに心地の良いタンニンと冷
涼感が感じられる纏まりのある仕上がりです。

シャヴィエル・セオアネ

3540143699

粘土石灰

ガルナッチャネグラ50％
カリニェナ50％

ビオロジック 認証/ CCPAE

750ml タイプ/ 赤 ミディアム

JAN/ 4573461664198

Frisach L'abrunet Tinto

フリサック
ラブルネット ティント

DO Terra Alta テラ・アルタ

参考小売/ 2100

バルセロナ近郊でビオディナミ栽培されるブドウを丁寧に手造りし
た賜物です。ゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、24ヶ月間瓶
内2次発酵後、ノンドザージュで瓶詰めしました。輝くレモンイエロー
の色調で、ほのかに青リンゴやライムのような爽やかな香りを感じ
つつ、極め細かく滑らかな泡とシャープで上品な酸が織り成す口当
たりは、シャンパーニュと遜色ないリッチな味わいです。

シャンパーニュファンをも魅了する味わいです。バルセロナ近郊で
ビオディナミ栽培されるブドウをゆっくりプレスしステンレスタンク内
発酵、36ヶ月間瓶内2次発酵後、ノンドザージュで瓶詰めしました。
輝くイエローの滑らかで上品な泡にグレープフルーツやリンゴ、熟
成感ある複雑な香りが拡がり、キレのある酸が特徴です。シャルド
ネをブレンドすることで更にエレガントさが増しました。

ピノノワールならではの上品な膨らみと柔らかな喉ごしを楽しめる
旨味あるロゼカヴァです。バルセロナ近郊でビオディナミ栽培され
るブドウをゆっくりプレスしステンレスタンク内発酵、15ヶ月間瓶内2
次発酵後、ドザージュ5g/Lで瓶詰めしました。輝きある赤みを帯び
たピンクの色調に極め細やかな泡、イチゴやラズベリーの香りが魅
力的で優しい甘みと爽やかな酸が絶妙のバランスです。

43409

粘土石灰 粘土石灰

チャレッロ40％　マカベオ40％
パレリャーダ10％　シャルドネ10％

ピノノワール100％

ロゼ泡 辛口

ビオディナミ 認証/ デメテール ビオディナミ 認証/ デメテール

750ml タイプ/ 白泡 辛口 750ml タイプ/

JAN/ 4573461653307 参考小売/ 2700 JAN/ 4582138365832

Castell d'Age Cava Aur lia Brut Nature Reserva Castell d'Age Cava Anne Marie Brut Ros 

カステル・ダージュ
カヴァ  オーレリア ブリュット ナチュレ レセルヴァ

カステル・ダージュ
カヴァ アンヌマリー ブリュット ロゼ

D.O.Cava カヴァ D.O.Cava カヴァ

参考小売/ 2900

セバスチャン・ムーゾン

グランクリュ・ヴェルジー、ピノノワールとシャルドネの収穫年は14
年と15年は50％、16年が50％でそれぞれ木樽とステンレスタンクで
発酵し36ヶ月瓶内二次発酵・熟成、20年4月にデゴルジュマンしまし
た。ピンクゴールド、細かくクリーミーな泡、柚子やカリンやレモン
ジャム香、拡がるボリューミーな味わい、豊富な果実味にたっぷり
のエキス、しっかりとした酸味が溶け込んでいます。

ジュニェント・ファミリー

34301 53536

粘土石灰 シレックス

ピノノワール65％　シャルドネ35％

ビオディナミ 認証/ デメテール

750ml タイプ/ 白泡 辛口

ムーゾン・ルルー・エ・フィス
ラタヴィック

Champagne Grand Cru Verzy
シャンパーニュ グランクリュ ヴェルジー

参考小売/ 6500 JAN/ 4573461664273

34893 シャンパーニュ

Mouzon Leroux et Fils L'Atavique

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき

15℃以下の保存管理をお願いします。
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アブルッツォ州 ファビュラス A バジリカータ州　カンティーネ・マドンナ・デレ・グラッツィエ

VIN 2021

呼称/

規格/ × 6×2 ・ 辛口

栽培/

土壌/ ★

A アール マイヤー・ネーケル

VIN 2018 VIN 2016

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 6×2 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ ★ 土壌/

ライタベルク リスト A A

VIN 2021 VIN 2019

呼称/ 呼称/

規格/ × 12 ・ 規格/ × 12 ・

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

カヘティ ギウアーニ A A

VIN 2019 VIN 2020

呼称/ 呼称/

規格/ × 6×2 ・ 辛口 規格/ × 6×2 ・ 辛口

栽培/ 栽培/

土壌/ 土壌/

予告なくヴィンテージが更新することがございます。ご了承下さい。　全商品、限定商品です。黄色のマークは新商品です。

ジョージア／カヘティ

オレンジ オレンジ

小石を含む粘土石灰

アリアニコ100％

ドイツ／アール

750ml タイプ/ 赤 ミディアム

ビオロジック 認証/ ビオアグリチェルト

43750 イタリア／バジリカータ

Cantine Madonna Delle Grazie Messer Oto

カンティーネ・マドンナ・デレ・グラッツィエ
メッセール オト

DOC Aglianico del Vulture
アリアニコ・デル・ヴルトゥーレ

参考小売/ 2200 JAN/ 4573461671363

カハ・ギウアシュヴィリ

カヘティ地方マナヴィ村にあるギウアーニは大昔からワイン造りに
携わる家族が守るワイナリーです。標高450m、茶褐色の砂利土壌
で育つルカツィテリをクヴェヴリで2日間醸し後プレスせず、そのま
ま発酵・熟成し瓶詰めしました。ライトイエロー色、杏やドライトマト
の香り、柑橘のコンポートのジューシーなエキスに、柔らかいタンニ
ンとアフターの塩味がアクセントとなっています。

カヘティのマナヴィ村、茶褐色の砂利土壌で育った平均樹齢25年
のムツヴァネを除梗し、クヴェヴリで醸し後、10ヶ月発酵・熟成し21
年8月に瓶詰めしました。綺麗なオレンジゴールデンカラー、マロン
やピーチティ、すりおろしリンゴ、オレンジの香りを感じます。柔らか
いアタックに心地の良いバランス、白胡椒のスパイス香も上がり、
少しの酸味がバランスを和らげ飲みやすく仕上がっています。

茶褐色の砂利 茶褐色の砂利

ルカツィテリ100％ ムツヴァネ100％

ビオロジック 認証/ - ビオロジック 認証/ -

750ml タイプ/ 750ml タイプ/

JAN/ 4573461664686 参考小売/ 2900 JAN/ 4573461670908

Giuaani Rkatsiteli Qvevri Giuaani Mtsvane Qvevri

ギウアーニ
ルカツィテリ クヴェヴリ

ギウアーニ
ムツヴァネ クヴェヴリ

Georgia ジョージア Georgia ジョージア

参考小売/ 2900

ベルンハルト･リスト

ウィーン少年合唱団の一員で世界中で歌った経験があるからこそ
家族から受け継いだファーマ―としての血を意識しブルゲンラント
地方ライタベルクをこよなく愛すベルンハルトがグリュナーヴェルト
リーナーを醸し後、ステンレスタンクで発酵・熟成しました。淡いレモ
ンイエロー色、カリンやオレンジピールの香り、瑞々しくフレッシュな
酸と心地の良い苦味が滑らかなアフターへと流れます。

ブルゲンラント地方ライタベルグ、代々養豚業・ホイリゲを家族経営
するワイナリーで現当主ベルンハルトは地産地消やサステナブル
農業を推進しています。ブラウフレンキッシュをプレス後ステンレス
タンクで発酵し、大樽で熟成しました。粘性豊かな小豆色、ザクロや
カシス、スパイシーなブラックペッパーの香り、ピュアな果実感に豊
かなタンニン、滑らかな余韻がアフターへ続きます。

34919 35328 ジョージア／カヘティ

石灰 泥灰土 石灰 泥灰土

グリューナー・ヴェルトリーナー100％ ブラウフレンキッシュ100%

赤 ミディアム

ビオロジック 認証/ LACON Bio Certificate ビオロジック 認証/ LACON Bio Certificate

1000ml タイプ/ 白 辛口 1000ml タイプ/

JAN/ 4573461676276 参考小売/ 2200 JAN/ 4573461674753

Liszt Gr ner Veltliner Liszt Blaufr nkisch

リスト
グリューナー・ヴェルトリーナー

リスト
ブラウフレンキッシュ

- -

参考小売/ 2200

イタリア南部の丘陵地で自然農法を実践するカンティーネ・マドン
ナ、粘土石灰で育つアリアニコをステンレスタンクで醸し発酵後、8 
ヶ月シュールリー熟成しました。明るいルビー色、赤果実の香りや
茎枝、果皮のニュアンス、口に含むと舌に乗るジューシー感と、そ
の後の骨格を造る苦味が味わいの幅を広げ、果実由来の甘味にド
ライさと苦みが交じり合い少しアダルトな印象を与えてくれます。

ヴェルナー・ネーケル

赤ワイン産地の北限と言われる北緯50度に位置するドイツ・アール
地方、グラウヴァッケと呼ばれる硬砂岩で育ったシュペートブルグン
ダーをステンレスタンクで18日間醸し、228Lの木樽で発酵・熟成し
ました。透明感のある綺麗な紫ルビー色、クランベリーやラズベ
リー香、上品で優しいアタック、綺麗な酸味とほんのり柔らかな味
わいが続き、クランベリー香がアフターで開きます。

35637 35562 オーストリア／ライタベルクオーストリア／ライタベルク

硬砂岩（グラウヴァッケ）

シュペートブルグンダー100％
［V.D.P.Gutsweinグーツヴァイン］

赤 ミディアム

ビオロジック 認証/ Fair`n green

750ml タイプ/

参考小売/ 4400 JAN/ 4573461653710

WG Meyer-N kel Grauwacke Sp tburgunder

WGマイヤー・ネーケル
グラウヴァッケ シュペートブルグンダー

Q.b.A クーベーアー

イタリア・アブルッツォ、マジェッラ国立公園内にあるビオディナミ農
法を行うワイナリー、19世紀後半に母から娘や義娘に受け継がれ
た月形イヤリング「sciacquajje」をラベルに施しました。ピノグリー
ジョを主体にフードルで発酵後、アンフォラと木樽で熟成しました。
ルビー色の外観に、ハーブやチェリーの香り、さくらんぼを連想する
愛らしい果実に控えめな酸が印象的です。

パオロ・ラトラーカ

34272

石灰

ピノグリージョ85% その他15%

ビオディナミ 認証/ デメテール

オレンジ750ml タイプ/

ファビュラス
フォエミネ ピノグリージョ

IGT Terre di Chieti
テッレ・ディ・キエーティ

参考小売/ 2500 JAN/ 8053839490001

35351 イタリア／アブルッツォ

Fabulas Foeminae Pinot Grigio

酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき

15℃以下の保存管理をお願いします。

SOLD OUT

SOLD OUT SOLD OUT
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www.facebook.com/dionyavecj

www.instagram.com/diony_wine/

本物のワインは大地から、人の手から

※酸化防止剤無添加若しくは微量添加の商品につき

　15℃以下の保存管理をお願いいたします。

自然と心が通じあう ディオニー株式会社
繊細な味覚を満足させる「最適なモノ」を「素敵なコト」と一緒に

夢と愛情もってお届けします。

ディオニーの目指す道
真のナチュラルワインを求め続けます
生産者のフィロソフィーとテロワールの味わいを感じ取れるもの、

ブドウ栽培とワイン醸造において出来る限りナチュラルなものを厳選し、

最良の状態でお届けすることが大切と考えます。

ほんまもんの旨安ワインにこだわります
優良生産者との長年の信頼関係をもとに、

コストパフォーマンスとオリジナリティ溢れるものを一緒に造りだすことが、

今後ワインマーケットの正しい成長に繋がると確信しています。


